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１．これまでの大雨の発生傾向

気象庁：アメダス観測資料より講演者作成
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広島の降雨観測資料を基にした解析

１９８１～１９９０年
約 0.７３回
⇒
2012～2021年
約 １．３９回

約1.9倍に増加



１．これまでの大雨の発生傾向

１
地
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１
年
間
あ
た
り
の
観
測
回
数

広島の降雨観測資料を基にした解析

１９８１～１９９０年
約 0.054回
⇒
2012～2021年
約 0.159回

約3倍に増加



短時間大雨の極端事例

地点名 1時間
降水量

観測日 備考

１ 三入 101.5mm 2014/8/20 広島市8.20土砂災害

２ 福山 ９３.0mm 2008/8/29 福山市街地浸水被害

3 廿日市津田 87.0mm 1987/9/11

4 加計 85.0mm 1992/8/25

5 広島 79.2mm 1926/9/11 大正15年豪雨

6 油木 79.0mm 2004/8/6

7 君田 78.0mm 2006/8/21

8 呉 74.7mm 1967/7/9 昭和42年土砂災害

9 三次 74.0mm 1996/7/22

10 呉 73.5mm 1999/6/29 6.29土砂災害

広島県内の気象庁観測データより作成



日降水量の極端事例

地点名 日降水量 観測日 備考

１ 廿日市津田 346.0mm 2005/9/6 台風2005年14号

２ 広島 339.6mm 1926/9/11 大正15年豪雨

3 八幡 ３３４.０mm 1997/7/27

4 八幡 275.0mm 2021/8/9

5 佐伯湯来 259.0mm 1992/8/25

6 志和 244.0mm 2018/7/6 平成30年7月豪雨

7 大朝 ２４０.0mm 1988/7/15

8 佐伯湯来 233.0mm 2021/8/14 令和3年8月豪雨

9 三入 224.0mm 2014/8/20 ８．２０広島市土砂災害

10 三次 ２２３．０mm 1982/7/16

広島県内の気象庁観測データより作成



梅雨前線などによる西日本での大雨発生の仕組み

平成30年豪雨の例：気象庁異常気象分析検討会資料より



西日本に大雨をもたらす水蒸気量の傾向 （その１）

底面積1m2の大気の柱

空気中の水蒸気量
⇒降水量に換算 (mm)

西日本：北緯30-35度, 東経130-135度
南日本近海：北緯25-30度, 東経130-135度
東シナ海北部：北緯30-35度, 東経125-130度
東シナ海南部：北緯25-30度, 東経125-130度

(年)

(5/31～9/7)

気象庁長期再解析データ



西日本に大雨をもたらす水蒸気量の傾向 （その２）

増加

減少

乾燥化

湿潤化



湿った空気と乾いた空気との差が大きくなると

乾いた空気

水滴の蒸発
⇒雲の近傍の
空気が冷やさ
れて沈降

上昇流が活発化

前線周辺での積乱雲の
急発達の促進
⇒大雨を維持しやすい方
向に作用



ここまでのまとめ

① 気象庁・アメダスによる観測が行われている最近40年間では、激し
い雨・非常に激しい雨の発生頻度が増える傾向が伺える。

② 観測史上最大を塗り替える極端事例は増えてきているか？
・短時間の極端な大雨については、明確な傾向を指摘するのは困難。
・地点別で見た場合に、（日降水量に代表される）長時間降雨で記録を
塗り替える例が増えている傾向。

③一定規模以上の大雨の増加をもたらす背景的要因として、地球温暖
化に伴う、西日本や東シナ海上での水蒸気量の増加傾向が寄与してい
る可能性。



２．これからの大雨はどうなる？

使用データ：
地球温暖化に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF)
(database for Policy Decision making for Future climate 
change) 

領域気候モデルの計算結果より、２1世紀半ば(2051-2060年)と21世
紀末（2081-2100年)の１時間降雨予想データを使用。

気候予測モデルによる計算結果の違いや観測の不確定性に伴う予測の不
確定性を考慮に入れ、数10メンバー（パターン）の予測計算を実施。



データベースサイト （気象庁気候予測モデル MIROC)

https://www.miroc-gcm.jp/d4PDF/about.html



対象としている予測シミュレーションの範囲

前線や台風などの比較的
大規模な場の影響を受け
た降雨の予想は可能

※ 詳細な地形の起伏も
重要となる線状降水帯な
どの局地的大雨は十分に
表現できない。



d４PDF 利用の手引きより

９０メンバー

54メンバー

気温上昇シナリオ

5０メンバー



最大３時間雨量の予想

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない



最大６時間雨量の予想

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない



最大１２時間雨量の予想

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない



最大２４時間雨量の予想

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない



最大７２時間雨量の予想

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない

*有意水準
(p<0.05)を
満たさない



土砂災害の危険度評価
Rd：短期実効雨量(半減期
1.5時間)と長期実効雨量(半
減期72時間)を基にした土砂
災害危険度指標。

250mmを上回ると土石流の
危険が高まる。



降雨の将来予測から推察される水害・土砂災害への影響

１．河川氾濫・低地浸水について
広島県内の河川水位の増加に影響を与える６時間～２４時間降水量が

21世紀末には20%程度増大する可能性。

２．土砂災害について
がけ崩れや土石流の危険が高まる条件を満たす、時間的確率の増大
⇒平和30年7月豪雨のような広範囲で同時多発化する土砂災害が発生

する可能性が、２１世紀後半にやや高まる可能性。（必ずしも、劇的に可能
性が高まるとは言えない）



極端豪雨はどうなる？

ここまで、解説に使ったシミュレーションデータでは、線状降水帯

のような局地的・短時間の大雨を詳細に見るのは困難

⇒近年の極端事例の１つである、2014年８月２０日の線状降

水帯を例に、21世紀半ばと21世紀末の大気の状態を与え、シ

ミュレーションを試行。



豪雨予測に使う気温・水蒸気分布の例

RCP4.5の気温の差分の高度分布 RCP4.5の比湿の差分の高度分布

RCP6.0の気温の差分の高度分布 RCP6.0の比湿の差分の高度分布



線状降水帯による極端豪雨の進行

現在気候(基準計算) 21世紀半ば 21世紀末

RCP 4. 5シナリオの例
（横尾，２０１７）



現在気候(基準計算) 21世紀半ば 21世紀末

線状降水帯による極端豪雨の進行

RCP ６．０シナリオの例
（横尾，２０１７）





３．海面潮位の上昇とその影響

データ提供：海上保安庁・第六海上保安本部

年平均潮位の推移
(cm)



台風の通過に伴う高潮への影響
（国土交通省・社会資本整備審議会の試算）

• 台風の上陸/接近数は21世紀後半の将来予測で減少見込み。ただし、中心気圧９５０

hPa以下の台風の上陸/接近の頻度は高まる

• 潮位偏差で見た場合、現在気候の条件において、再現期間 50年に１度の規模の高潮

が、21世紀末においては、20年に１度。再現期間１００年に１度の規模の高潮は概ね

30年に１度で起こると予想。（ただし、簡易的な推定のため、今後詳細な解析が求めら

れる）

• 従来では堤防高を越えない規模の高潮でも、平均海面の上昇に伴い、堤防高を超える

リスクが増大。



おわりに

地球温暖化に伴う広島における気象災害への影響

・豪雨などの極端な気象現象をもたらす様々な条件が整った際に、背景
的な要因として上乗せする程度という理解が妥当。（個々の現象の原因
に地球温暖化があるというのは誤認）
・土砂災害については、記録的大雨だけでなく、一定程度の降雨条件を
上回るかで判別。⇒21世紀半ばは現在と比べて増えるか減るかは判別
しがたいが、21世紀末は現在と比べ若干危険度が増すと予想される。
・沿岸域や河川下流の周辺地域は、地球温暖化に伴う潮位上昇の影響
を受け、高潮などの浸水の危険性が高まる恐れあり。


